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１．平成25年３月期第１四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日）

（１）経営成績（累計） (％表示は、対前年同四半期増減率)

（２）財政状態

(参考) 自己資本 25年3月期第１四半期 百万円 24年3月期 百万円

２．配当の状況

(注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無　：無

３．平成25年3月期の業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円　銭

(注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：無
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※　注記事項

　（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

　（２）会計方針の変更・会計上の見積の変更・修正再表示

　① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：有

　② ①以外の会計方針の変更 ：無

　③ 会計上の見積の変更 ：有

　④ 修正再表示 ：無

　（３）発行済株式数（普通株式）

　① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

　② 期末自己株式数

　③ 期中平均株式数（四半期累計）

 ※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　（注）「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第５条の４に該当するものであります。詳細
　　　　は、四半期決算短信（添付資料）Ｐ．２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項　（２）会計方針の
　　　　変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。

　この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融
商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了しておりません。

　平成25年度３月期の業績予想は、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際
の業績は今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は「添付資料」
Ｐ．２（３）業績予想に関する定性的情報をご参照下さい。
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期（平成24年４月１日～平成24年６月30日）における世界経済は、財政金融問題から欧州の景況感が

一段と悪化し、その影響が輸出を通じて中国経済にも及ぶと同時に米国経済も鈍化傾向となり、世界的に景気の停

滞感が強まりました。その中で、円高の進行もあり外需に期待できない日本経済は、依然としてデフレ経済下にあ

り、景気拡大ペースも非常に緩やかでした。 

当社の主要顧客であります自動車業界では、中国での自動車販売台数の伸びが大きく低下するとともに欧州車に

も景気悪化の影響が強まり、グローバルな自動車の総生産台数は拡大傾向が大幅に鈍化いたしました。一方、世界

的な自動車の小型化が進むとともに排ガス触媒のダウンサイジングも図られていることから、生産台数の回復と比

較して当社製品販売数量の回復は緩やかになりました。 

当社製品の主要原料の一つであるレアアースに関しましては、今期に入っても値下がり傾向が続いております

が、当社は今期より製品価格の値決めの基準となるレアアースの価格を市況連動としたため、販売価格が低下傾向

にある一方で、原料在庫の消化には今少し時間がかかる状況から、原料・仕掛品・製品にそれぞれ収益性低下に伴

う損失が発生しました。 

  これらの結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高7,154百万円（前年同期比13.2％減）、営業利益19百万

円（前年同期比95.9％減）、経常損失42百万円（前年同期は472百万円の利益）、四半期純利益72百万円（前年同

期比75.0％減）となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間末における総資産は35,871百万円で、前事業年度末比3,960百万円減少しました。これは

主に、たな卸資産の減少（3,305百万円）、受取手形及び売掛金の減少（706百万円）等によるものであります。 

 当第１四半期会計期間末における負債は25,815百万円で、前事業年度末比3,963百万円減少しました。これは主

に、支払手形及び買掛金の減少（3,354百万円）、短期借入金の減少（1,500百万円）及び長期借入金の増加

（1,175百万円）等によるものであります。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

  平成25年３月期第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成24年７月27日付「平成25年３月期

業績予想の修正に関するお知らせ」にて開示しており、その予想に変更はございません。 

   

   

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

  当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期累計期間の営業利益が７百万円増加し、経常損失及び税引前

四半期純損失はそれぞれ７百万円減少しております。 

該当事項はありません。   

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,059,869 4,575,821

受取手形及び売掛金 5,831,314 5,124,877

製品 4,499,020 3,121,749

仕掛品 2,900,830 3,453,165

原材料及び貯蔵品 8,976,633 6,495,932

未収還付法人税等 489,760 147,572

その他 4,248,611 2,901,702

貸倒引当金 △2,107 △1,847

流動資産合計 30,003,934 25,818,974

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,612,688 2,414,775

機械及び装置（純額） 2,475,967 4,542,302

土地 1,484,243 1,484,243

建設仮勘定 2,882,832 61,467

その他（純額） 292,901 474,658

有形固定資産合計 8,748,632 8,977,447

無形固定資産 131,509 129,093

投資その他の資産   

その他 947,947 946,339

投資その他の資産合計 947,947 946,339

固定資産合計 9,828,089 10,052,881

資産合計 39,832,024 35,871,855

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,624,086 4,269,193

短期借入金 8,700,000 7,200,000

1年内返済予定の長期借入金 2,727,820 3,035,310

賞与引当金 190,724 129,580

買付契約評価引当金 1,555,210 1,647,283

その他 1,363,854 732,682

流動負債合計 22,161,695 17,014,049

固定負債   

長期借入金 7,340,622 8,515,872

退職給付引当金 21,569 45,786

その他 255,125 240,128

固定負債合計 7,617,316 8,801,787

負債合計 29,779,012 25,815,837
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 787,100 787,100

資本剰余金 1,207,203 1,207,203

利益剰余金 8,180,727 8,180,882

自己株式 △126,839 △126,839

株主資本合計 10,048,191 10,048,346

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,987 △3,137

評価・換算差額等合計 △5,987 △3,137

新株予約権 10,808 10,808

純資産合計 10,053,011 10,056,017

負債純資産合計 39,832,024 35,871,855
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年６月20日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 8,243,445 7,154,364

売上原価 7,220,289 6,628,816

売上総利益 1,023,156 525,547

販売費及び一般管理費 552,503 506,218

営業利益 470,653 19,329

営業外収益   

受取利息 133 183

受取配当金 5,481 5,603

仕入割引 13,132 2,056

還付加算金 3,851 12,135

その他 5,339 4,760

営業外収益合計 27,937 24,739

営業外費用   

支払利息 13,269 28,535

為替差損 12,172 56,690

その他 168 1,573

営業外費用合計 25,610 86,798

経常利益又は経常損失（△） 472,979 △42,729

特別損失   

固定資産除却損 214 97

投資有価証券評価損 － 5,964

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,290 －

特別損失合計 4,504 6,061

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 468,475 △48,791

法人税、住民税及び事業税 111,354 15,702

法人税等調整額 67,909 △136,822

法人税等合計 179,264 △121,120

四半期純利益 289,210 72,329
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  該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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